
WORKSHOP /// 10  &  30 /// SELECTSHOP

  Arissam   / ruko.iron /  +garden 
momo & take /  Atelier. R*petit 

 du son&ivy..ann  /  GreenGables 
 anohana   / Snow_bloom_garden 
K-studio/ kureshyu&sora/Amico 
Cran / PetiteNoix&CAPRICIEUX 
 cote est   f.p / Comme une Fleur 

Ken-chan / container / styleM / fa'cachette / la_niche / Chiko's / Fleur_acco 
comagomabiyori/BLISS&Mieux
Nanairo heart  /  Aiko_candle
HANANE/nanna&ms.aiko & tree
himawari/m.r.n / White_Angel
Hanaakari/ATELIER SCRAMBLE 
atolie_nonn/hiyoshi_koubou
la_seule_fleur /miyu&Chie-cule&MIRYCOT (STAFF) ------ SHOP LIST------

OPEN 10:00-16:00

HANDMADE&ARTICLES&WORKSHOP

COLORFUL
MARCHE7

7 6/   ON  SUNDAY

NEWS!

　　　コンテスト開催！
ディスプレイ＆作品部門
アンケート＆投票後、抽選で

お買い物 500 円･ 1000円GET!

会場：奈良県北葛城郡広陵町弁財天２９５‐３
    　　　　　はしお元気村多目的ホール＆会議室

　　　　（大きなかぐや姫のある施設です）
主催 / 問い合わせ：カラフルマルシェ実行委員会

       http://colorfulmarche.blog.fc2.com/
            nara_no_mannaka@y ahoo.co.jp

← 駐車場の位置やイベントの様子などチェック★

恒例の
！

今回のカラフルマルシェは　
ワークショップブースが更に充実！

 別部屋での開催です（会議室２）

キャンドル・スクラップブッキング・バスソルト
虫除けスプレー・手ごね石鹸・羊毛クラフト

お花アレンジ・ぬいぐるみ作り・レジン小物つくり
…などなど、

　　　 10 組１５種類以上のワーク内容が充実！

TAKETAKE
FREEFREE

臨時駐車場に駐車・電車でご来場の
お客様に出展者さん達からプレゼント♪

臨時駐車場にてお車１台につき１枚引換券をお渡しします。
切符の画像も OK ！ワークショップ会場にて

お好きなプレゼントとお引き換え下さい。
 引換は９時４５分より開始　先着順

Prese
nt!

★ 素敵なハンドメイド作家とお洒落な雑貨屋が彩る半年に一度のカラフルマルシェ★

駐車場での事故やトラブルに
関して責任は一切負え
ません。また小さな
お子様とご来場の
際は混雑時など
お気をつけ
下さい。
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